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トライアスロン国際大会
「アイアンマン 70.3 セントレア常滑ジャパン」
大会コース及び選手募集開始について
常滑市、中部国際空港株式会社および株式会社アスロニアは、トライアスロンの国際大会である「アイアンマン
70.3セントレア常滑ジャパン」の大会コース及び選手募集開始について、本日、説明会にて発表いたしました。発
表資料は添付の通りです。
「アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン」は、スポーツの振興、観光の振興及び地域の活性化を目的に、また、
セントレア開港５周年記念事業の目玉イベントとして、常滑市と中部国際空港㈱が誘致した、今年９月１９日（日）
に常滑市で開催するトライアスロン国際大会です。

■説明会出席者：
アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン実行委員会
㈱アスロニア代表取締役 白戸太朗（アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパン実行委員会委員長）
常滑市企画部長 伊藤宣之
中部国際空港㈱執行役員 上用敏弘

「アイアンマン 70.3 セントレア常滑ジャパン」大会概要
開催日
2010 年 9 月 19 日（日）午前 7：30 スタート（予定）

開催地
愛知県常滑市
o スタート：りんくうビーチ
o フィニッシュ：りんくう海浜緑地 北広場
o 選手登録・エキスポ・アワードパーティー：中部国際空港セントレア
※会場は変更となる場合があります。
※コース詳細については別添資料「アイアンマン 70.3 セントレア常滑ジャパンコース全体図」を参照してく
ださい。

競技内容
スイム 1.9km・バイク 90km・ラン 21km の総距離約 113km (70.3 マイル)

募集定員
1,100 名

参加費
40,000 円
※大会時の保険・各パーティー代等を含みます。
※参加カテゴリにより一部異なります。

参加申込期間
2010 年 4 月 20 日（火）～2010 年 7 月 31 日（土）
※定員に達し次第、締切いたします。
※常滑市民枠、愛知県民枠については締切を 2010 年 6 月 18 日(金)とさせて頂きますのでご注意下さい。

参加条件
レース当日 18 歳以上の男女で、大会当日より前に総合距離 51.5km 以上のトライアスロン大会で完走し
た実績を持つこと。
JTU（社団法人日本トライアスロン連合）加盟競技団体の 2010 年度登録選手、以下のうちいずれかに当て
はまること。
1. 現 JTU メンバー（現地にてメンバーカード提示）
2. 大会当日までに JTU 会員となる（現地にてメンバーカード提示）
3. 海外に住所がある方で、大会当日に JTU1 日ライセンスカード\1,000 を購入する
※リレーの部に参加の選手は、登録を推奨しますが強制はいたしません。

競技規則
アイアンマン競技規則及び JTU(社団法人日本トライアスロン連合）の競技・運営規則、並びに大会ロ一カ
ルルールを適用します。
o ウェットスーツ着用可
o 約 200 人毎のウェーブスタート
o カットオフ： スイム：スタート後 1 時間 15 分 / バイク：スタート後 5 時間 20 分 / ラン：スタート後 8 時
間 10 分
※このほかにもコース途中でカットオフを行う地点があります。
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参加申込
カテゴリ

募集定員

参加費

エントリー方法

エリート

30 名

¥40,000

大会 HP からエントリー。

エイジ（一般枠）

650 名

¥40,000

大会 HP からエントリー。
JTB へのメールにて受付。

（Email: ironman70.3@hotmail.co.jp）
エイジ（セントレア
枠）

300 名

¥40,000

エイジ（常滑市民枠）

20 名

¥40,000

常滑市役所窓口受付（企画課）。
※対象：常滑市に在住、在勤または出身者。

エイジ（愛知県民枠）

30 名

¥40,000

愛知県トライアスロン協会からの推薦状が必要で
す。詳しくは、愛知県トライアスロン協会
(052-981-1199)へお問い合わせ下さい。

CEO

20 名

¥200,000

詳細については大会事務局へお問い合わせ下さ
い。

リレー(一般枠)

30 組

¥50,000

大会 HP からエントリー。

リレー(常滑市民枠)

20 組

¥50,000

常滑市役所窓口受付（企画課）。
※対象：常滑市に在住、在勤または出身者。

※対象：オフィシャルパートナーのJTBを通じ、セ
ントレア発着のフライトを手配して会場に入るか、
オフィシャルツアーに参加する場合に限ります。
(国内・海外を問いません)

※エントリーを受付した後でも、エントリー時に申告された情報に基づき参加をお断りする場合があります。
その場合、参加費は返金いたします。
※各枠にて余剰が出た場合には、締切後に他枠へ定員を移行いたします。

カテゴリについて
・エリート
各国のトライアスロン統括組織にプロフェッショル登録を行っている者、それに準ずる基準によって登録を
している選手を対象とするカテゴリー。
・エイジ
一般参加者向けのカテゴリー。総合順位以外に、年齢区分毎にも順位をつけるので、「エイジグループ」
と表現される。
・ＣＥＯ
一定の基準を満たす企業経営者を対象とし、スケジュールなど個別に対応するなど、多忙な企業経営者
であっても大会参加しやすいように配慮をする。このカテゴリーのみでの表彰も行う。海外では、一般化し
つつあるが、国内大会では初めての導入となる。
・リレー
スイム、バイク、ランを一人の競技者が連続して行うのが、本来のトライアスロンの競技形態であるが、普
及、振興を鑑み、それぞれ一人の選手が担当し、3 名の選手が引き継ぐことによって行う。順位は、本来
の個人参加部門とは区別される。
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世界選手権スロット
Foster Grant IRONMAN 70.3 世界選手権の参加資格が付与されます。(スロット数：確認中)エリートなら
びに各エイジカテゴリの実際の大会参加人数に応じ、WTC(ワールドトライアスロンコーポレーション)の規定
による計算式に沿って計算され分配されます。

申込取消
エントリーを完了した後のキャンセルは、参加費のご返金が出来ませんのでご了承下さい。

主催
アイアンマン 70.3 セントレア常滑ジャパン実行委員会
構成：常滑市・中部国際空港株式会社・株式会社アスロニア

スケジュール・場所
日程

時間

内容

場所

2010 年 9 月 17 日
14：00-18：00
（金）

エキスポ

中部国際空港セントレア

16：00-19：00

選手登録

中部国際空港セントレア

2010 年 9 月 18 日
09：00-17：00
（土）

エキスポ

中部国際空港セントレア

10：00-17：00

選手登録

中部国際空港セントレア

10：00-17：00

バイクチェックイン

トランジションエリア
(T1・T2 は同場所を予定）

11:00

競技説明会

中部国際空港セントレア

12：30-14：00

ウェルカムパーティー

中部国際空港セントレア

トランジションエリアオープン

トランジションエリア
(T1・T2 は同場所を予定）

7:30

レーススタート

りんくうビーチ

16:00

コースクローズ

18:30

アワードパーティー&世界選手権
スロット授与ミーティング

2010 年 9 月 19 日
05：30-07：15
（日）

中部国際空港セントレア

※ スケジュール・場所は変更となる場合があります。随時 HP 上にて更新いたします。

【お問い合わせ先】
アイアンマン 70.3 セントレア常滑ジャパン実行委員会事務局
TEL：０５７０-０１０-７０３（ナビダイヤル）※月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前１０時～午後６時
HP：http://www.ironman703. jp/

E-mail：media@ironman703. jp
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この区間を２周回します。

アイアンマン70.3セントレア常滑ジャパンコース全体図
凡例
●スイム（1.9km）
スイムコース
●バイク（90km）
バイクコース
立体交差地点
●ラン（21km）
ランコース

往路 8：07～9：24
復路 10：04～12：52

8：12～11：14

8：15～11：21

9：05～12：49

9：02～12：42

通過予想時刻
8：54～12：28

往路 8：01～9：14

8：19～11：28

復路 10：09～13：03

対面走行区間

最終フィニッシュ地点
りんくう海浜緑地北広場
トランジションエリア
りんくうビーチ駐車場
7：30～9：05

(バイクスタート・フィニッシュ、
ランスタート地点)

8：27～12：22

スタート地点
りんくうビーチ

10：10～16：00
8：31～12：16
※ランは、この区間内で
21㎞を確保するコースに
なります。

対面走行区間

8：35～12：09

8：39～12：03

※コースは一部変更する場合があります。

